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都市ボランティア映像作成業務委託仕様書 
 

１ 件名 

  都市ボランティア映像作成業務委託 
 

２ 業務目的 

東京 2020 大会の記録として、都市ボランティアの活動や都市ボランティア体験プ

ログラムの様子を撮影するとともに、インタビューを交えながら、ボランティア活動

の楽しさ・やりがいが視覚的に伝わるような映像作品を制作し、ボランティア活動へ

の参加促進を図る。 
 

３ 関係法規等 

（１） 東京２０２０大会に向けたボランティア推進方針（千葉県） 

（２） 大会ブランド保護基準（公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技

大会組織委員会） 

（３）東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会 都市ボランティア募集要 

   項【千葉県】 

（４）東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会千葉県都市ボランティア体験

プログラム募集要項 
 

４ 用語の定義 

関係法規等で定められている用語のほか、次の各号に掲げる用語の意味は、各号に定

めるとおりとすること。 

（１）都市ボランティア 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会都市ボランティア募集要項【千

葉県】に基づき県と千葉市、一宮町、成田市、浦安市の関係４市町（以下「関係４市

町」とする。）が募集したボランティアをいう。活動は各エリアでの活動に加え、一部、

オンライン等で実施する。※運営体制の詳細は、別紙１参照。 

（２）都市ボランティア体験プログラム 

  東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会千葉県都市ボランティア体験プ

ログラム募集要項で県と千葉市、一宮町、成田市の関係３市町（以下「関係３市町」

とする。）が募集した中高生等のための都市ボランティアを体験するプログラムをい

う。 
 

５ 業務概要 

県内５エリア（千葉会場エリア、一宮会場エリア、成田市市内エリア、成田空港エリ

ア、浦安市内エリア）で活動する都市ボランティア等について、活動の現場撮影を行う

とともに、以下の５種類の動画を作成する。 

動画の分類 主な内容 動画の種類/時間(目安) 

ボランティア 

活動記録動画 

（２種類） 

・都市ボランティアの活動・インタビュー 

・都市ボランティア体験プログラムの活動・インタビュー  

・その他 2020 大会関連ボランティア活動の様子 など  

①短編記録（２分程度） 

②長編記録（５〜１０分 

程度） 

ボランティア 

活動促進動画 

（３種類） 

 

東京 2020 大会に関わったことにより得られた経験や、

ボランティアの楽しさ・やりがいを伝え、ボランティア

を始めるきっかけとなるような内容の動画とする。 

①県民全般向け 

②次世代（若者）向け 

③シニア向け 

（それぞれ３分程度） 
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６ 業務の詳細と企画提案 

次の業務を一括して委託し、必要な経費はすべて委託料に含めるものとする。 

なお、次の業務のほかにも、当該業務に付随して実施することか効果的だと認めら

れる内容について、自由提案を行うことができる。 

（１）運営進行管理等業務 

ア 運営体制の整備及び運営責任者の設置 

・本業務が円滑に実施され、かつ高い効果の獲得が可能な体制を構築すること。 

・本業務の全体責任者及び各業務の責任者・担当者を配置すること。 

・責任者及び担当者は、やむを得ない場合を除いて変更しないこと。 

イ 業務計画等の立案 

・業務委託契約締結後速やかに全体計画表を提出すること。 

ウ 全体コンセプト作成業務 

・業務の遂行にあたり、全体コンセプト（動画作成コンセプト）などを作成 

すること。 

・撮影から映像作成まで、全体のコンセプトに基づき、業務を関連づけて作 

業を行うこと。 

エ その他運営進行管理業務 

・上記に必要なスタッフの手配及び管理、各種備品等の用意をすること。 

 

（２）ボランティア活動動画撮影業務 

  ・以下の３種類の内容の映像撮影を行うこと。 

ア 都市ボランティアの現場活動・オンライン活動の撮影業務 

千葉会場エリア、一宮会場エリア、成田市内エリア、成田空港エリア、浦安 

市内エリアについて、それぞれ２日間（計１０日間）程度の撮影を行うこと。 

イ 都市ボランティア体験プログラムの現場活動の撮影業務 

千葉会場エリア、一宮会場エリア、成田市内エリア、成田空港エリアついて、 

それぞれ 1日間（計４日間）程度の撮影を行うこと。 

ウ その他東京 2020大会関連ボランティアの撮影業務 

県が指定するその他東京 2020大会関連ボランティアについても、計２日間 

程度の撮影を行うこと。 

・撮影は、事前に構成（カット/シーン）等を県と協議すること。 

・撮影は、現場活動の様子の他にも「インタビュー」等の時間も含むこと。 

・インタビューの内容等は、事前に県と協議すること。 

・各エリアの撮影日数は、県と協議の上、最終決定をすること。（場合によりエリ 

アで均等にならない場合がある。） 

  ・悪天候時など撮影が困難な場合は、別日に振り替えて撮影を行うこと。 

・都市ボランティアと都市ボランティア体験プログラムが同日に活動する際は、 

同日での撮影をすることも可能とする。 

  ・インタビュー撮影等は、場合によりリモート（遠隔）での撮影などに変更になる 

場合がある。（県と協議の上、最終決定をすること。） 

企画提案

するもの 

１．ボランティア活動の様子が鮮明に伝わる撮影方法等の提案。 

２．ボランティア活動のやりがいが伝わるインタビュー等の実施。 

 

（３）ボランティア記録動画作成業務 
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・以下の２種類の内容の動画作成業務を行うこと。 

ア 短編記録動画 

都市ボランティア等の活動の様子について、ダイジェストでまとめられて

おり、視聴者に活動内容が簡潔に伝わる動画を作成すること。（２分程度を想

定。） 

イ 長編記録動画 

都市ボランティア等の活動の様子について、これまで実施してきた研修な 

ども含め効果的にまとめられており、短編動画よりも活動の様子が詳細にま 

とめられた長編動画を作成すること。（５〜１０分程度を想定。） 

・都市ボランティア（５エリア）と、都市ボランティア体験プログラム（４エリア）、 

その他東京 2020大会関連ボランティアの様子が、それぞれ効果的に配置された 

動画とすること。 

・長編記録動画には、県と関係４市町がこれまで実施してきた研修等の都市ボラ 

ンティア活動の様子も入れ込むこと。（県がこれまでに研修等で撮影した動画や 

写真等は、データとして提供する。） 

・単なる記録動画ではなく、視聴者が興味を引く編集などの工夫を行うこと。 

・映像に合わせて音声（音楽）を入れるなどの工夫を行うこと。 

・２種類の動画は、全体コンセプトやナレーション・構成を揃えるなどの統一性を 

持たせること。 

・動画の作成にあたっては、事前に構成等を県と協議して、了承を得てから作成 

をすること。 

・映像・音楽などは肖像権・著作権に関する必要な手続きについて遺漏なく行う 

こと。 

・アとイの動画は、同内容のシーンの配置も可能とする。（相互に連携が可能。） 

・短編記録動画は、11 月中旬の納品とすること。（具体的な日程は県と協議の上、 

決定すること。） 

企画提案

するもの 

１．ボランティア活動の様子が鮮明に伝わる動画内容・コンセプトの提案。 

２．ボランティア活動のやりがいが伝わる動画作成の実施。 

 

（４）ボランティア活動促進動画作成業務 

・以下の 3種類の内容の動画作成業務を行うこと。 

ア 県民全般向け 

ボランティア経験がない県民全般に向けて、ボランティア活動への理解を深 

めるとともに、ボランティア活動のやりがい・楽しさを伝え、活動を始めるた 

めの一歩を踏み出すことを後押しするような動画の作成を行うこと。（３分 

程度を想定。） 

イ 次世代（若者）向け 

次世代（若者）に向けて、今後の人生やキャリアを豊かにするものであるこ 

とへの理解を深め、ボランティア活動のやりがい・楽しさを伝えるとともに、、 

活動をするために一歩を踏み出すことを後押しするような動画の作成を行 

うこと。なお、当該世代の声（インタビュー）を含んだ内容とする。（３分程 

度を想定。） 

ウ シニア世代向け 

シニア世代（退職者等）に向けて、セカンドキャリアとしてのボランティア 
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活動のやりがい・楽しさを伝え、活動するために一歩を踏み出すことを後押し 

するような動画の作成を行う。なお、当該世代の声（インタビュー）を含んだ 

内容とする。（３分程度を想定。） 

・視聴者が興味を引く編集などの工夫を行うこと。 

・映像に合わせて音声（音楽）を入れるなどの工夫を行うこと。 

・３種類の動画は、全体コンセプトやナレーション・構成を揃えるなどの統一性を 

持たせること。 

・動画の作成にあたっては、事前に構成等を県と協議して、了承を得てから作成 

をすること。 

・映像・音楽などは肖像権・著作権について必要な手続きについて遺漏なく行う 

こと。 

企画提案

するもの 

１．ボランティア活動への興味関心が湧く動画内容・コンセプトの提案。 

２．ボランティア活動を始めるきっけけとなる動画作成の実施。 

 

（５）各種申請作業等業務 

・撮影や映像作成等に必要な各種申請手続きを実施すること。なお、申請手続きの

各種費用は委託料に含めるものとする。 

・申請などを行う場合には、県と事前に協議の上、実施すること。 

 

（６）その他 

・本業務の遂行に付随して必要になるすべての事項を実施すること。 

・大会組織織委員会が管理する知的財産（オリンピック・パラリンピックエンブレム、

マスコット等）ついては、県が組織委員会に使用申請を行い、承認の得られたもの

について使用すること。 

 

（７）成果物の納品 

以下の成果物を「千葉県環境生活部県民生活・文化課」（千葉市中央区市場町１－

１千葉県庁本庁舎４階）に納品すること。 

ア 実施計画書（全体計画表） 

業務契約締結後、速やかに業務実施計画書（全体計画表）を提出すること。 

イ 記録映像・作成動画 

県の指定する方法で、電子データを納品すること。 

ウ 業務完了報告書 

委託業務完了後、委託期間内に紙媒体（１部）及び電子データ（ＰＤＦファイ 

ル及び加工可能な形態とすること）で、委託期間終了日までに納品をすること。 

業務完了報告書は別紙様式のとおりとする。 

 

７ 委託期間 

契約締結の日から令和４年３月３１日（木曜日）まで 

 

８ 委託料の上限 

  ４，３０４千円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

  ※委託料には「６ 業務の詳細と企画提案」に係る全ての経費が含まれる。 
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９ 著作権の譲渡等 

この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いは、次の各号に定めるところ

による。 

（１）本業務の受託者は、著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条（複製権）、第

２６条の２（譲渡権）、第２３条（公衆送信権等）、第２６条の３（貸与権）、第２７

条（翻訳権・翻案権等）及び第２８条（二次的著作物の利用に関する原著作者の権

利）に規定する権利及びその他の知的財産権は、すべて県に無償で譲渡するものと

する。 

（２）成果品について、受託者その他第三者が著作者人格権、実演者人格権、その他の

人格的権利を有する場合には、県及び県の指定する第三者に対して当該権利を行使

せず、また第三者が行使しないよう措置するものとする。 

（３）成果品に含まれる第三者の著作権、肖像権その他すべての権利についての交渉、

処理は受託者が行うこととし、その経費は業務委託料に含むものとする。 

（４）県は、成果品を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容等を変更

することができる。 

（５）受託者は、県の了解のもとに、成果品を使用することができる。 

（６）本業務の遂行にあたり受託者が独自に作成した著作物についても成果物として県

に無償で引き渡すこととし、著作権の扱いは、（１）～（５）の規定を準用する。 

 

１０ その他の留意事項 

（１）本業務の実施にあたっては、県と協議又は打合せを綿密に行うとともに、県の指

示に従い、誠実に業務を進めるものとする。なお、協議又は打合せは、県の求めに

応じて実施するものとし、場所については、県の指示に従うものとする。 

（２）業務の実施に際しては、変更が生じる可能性があるが、その場合も柔軟に対応す

るものとし、県が求める事項は最大限実現できるよう努めること。 

（３）業務の全部を第三者に再委託してはならない。なお、業務の一部の再委託に 

 ついては、高い効果が見込めると県が判断した場合は認めるものとする。 

（４）法令等による官公庁等への届出・申請等が必要な場合は、手続きの全てを代行す

ること。（法令等により委任・代理ができない場合はあらかじめその旨を県へ報告

する。）手数料などの負担が生じる場合、当該手数料は委託料に含まれるものとす

る。 

（５）業務に関連して県が資料作成を求める場合は、紙媒体及びデータで提出すること。

作成部数、データ形式等に関しては、県の指示に従うこと。 

（６）受託者は、やむを得ない事情により、本仕様書の変更を必要とする場合には、  

あらかじめ県と協議の上、承認を得ること。 

（７）本仕様書に記載されていない事項及び本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合は、

県と協議すること。 
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別紙様式 

 

  年 月  日 

 

 

委託業務完了報告書 

 

 

千葉県知事 熊谷 俊人 様 

 

（住 所） 

（団体名） 

 

 

  年 月 日付けで契約をした都市ボランティア映像作成業務について、下記のと

おり業務が完了しましたので報告します。 

 

記 

 

１ 事業名：都市ボランティア映像作成業務 

 

２ 期 日：令和４年３月３１日（木） 

 

３ 内 容： 

  

４ その他： 

 

 

 

・ 必要に応じて別紙を添付すること 

 

 



運営体制図

県

千葉市

一宮町

浦安市

成田市

本委託事業者

千葉市総合政策局オリンピック・パラリン
ピック推進部オリンピック・パラリンピック
振興課 おもてなし・ボランティア推進班

一宮町オリンピック推進課

成田市シティプロモーション部
スポーツ振興課
オリンピック・パラリンピック推進室

浦安市 市民経済部
市民参加促進課

環境生活部
県民生活・文化課 県民活動推進班

全体調整 各エリア運営等

東京2020
組織委員会

東京都

成田空港エリア

千葉会場エリア

一宮会場エリア

成田市内エリア

浦安市内エリア

千葉県 環境生活部
県民生活・文化課 県民活動推進班

運営業務委託者

運営業務委託者

運営業務委託者

運営業務委託者

日本財団
(東京２０２０オフィシャルコントリ
ビューター）

別紙１


